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 グライダーの塗り替えはコストと期間がかか
るので世界中で頭の痛いところです。 
 JA22KFは1987年製造の#149。2012年から
2013年にかけて主翼だけウレタン塗装しまし

た。動翼はゲルコートの塗りが高級なのか傷
んでおらず元のまま。 
 やっている方に教えてもらいながらの作業で
いろいろ発見もあり面白かったです。自分のが
飛ばせないのでクラブのJA2444アスティアにし

ばらく乗ってこれも普段と違って経験になりまし
た。 
 道具集めを2012年8月に始めて作業開始が
11月、仕上がりは2013年4月。実働作業日換
算では2週間というところ。もちろん要領が良く
とも塗装なので乾燥待ち時間があります。 
 深く削らないでグラスファイバーはいじらず、
翼型の変化と手間を少なくする方針で塗りまし
たのでまったくピカピカにはなりません。 
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道具集め 
必要量が一番分かりにくい。
ASK23の塗装実績のペイント量
を参考にできて良かった。 

参考例は夏作業なのでこれは
遅乾形シンナー。22は冬に作業
したので速乾形です。 
夏は吹いた液滴が空中で固
まってしまうというので作業しな
い人もいるそうです。 

ウレタンには硬化剤が必要。専用に
売っているものを使います。車用の硬
化剤スポイラー用というのは硬化後
にも柔軟性があるというものです。 
シンナーと3つを混ぜて使います。 

ウレタンは車用。関西ペイントからはこれより新しいレタ
ン80で反応温度特性が良くなったものが出ています。卸

では調色して登録可能。その下の取次ではデータが出
せません。今回は色指定したものですが、結論からする
とネットで買う基本白が安くて良いと思います。 
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ペイントは調色が前提のようで指定すると
（上はユーザー指定色）色サンプルも送って
きます。ネットで買うとサンプルは来ませんが
かなり安いです。 
元のゲルコートは紫外線で変色しているので
新ペイントと色は違うのですが、昼間の野外
ではそれほど変わらず、写真では殆ど違い
ません。基本のホワイトで良いと思います。 
ネットで買う方が取次店からの配達の面倒と
もなくて早くて手軽です。 
今回はASK23で使われた白色を指定したの
で神奈川にある一次の取次から買いました。 
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お薦めパテの例（混合
式）。私は車用を使いま
した。 

脱脂のためにレタン作業
で指定のシリコンオフ液。
非水溶性。アセトンは水
溶性（極性少しありとのこ
と）。静電気防止剤が入っ
ているのと入っていない
のがあります。 

フィラーはDIY店で売っている車

用のもの。上の混合式の固い
のが性能上は良いが削るのが
大変なので小さな傷や前縁は
（やせるので良くないとされては
いるが）ラッカーパテも使用。 

4 



5 

塗装材料 レタンPG80   3.6kg  2缶 
レタン 硬化剤      3缶 
レタンPGシンナー速乾形 4L 2缶 
 
上の3つを指定で混合して使用 
両翼を塗って若干余りました 
 
SUシリコンオフ 
アセトン 
フィラー（車用） 
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エルロンはずし 
今回の最大の難所がエルロンはずしでした。5か所留まっているのですが、スプリングピン（ロー

ルピン）の穴は現物合わせで開けたらしく工業製品とも思えない非対称の穴。普通に叩いても
抜けない。師匠が建築作業のように叩いて抜いてくｌれました。例えもう一度再塗装してもエルロ
ンは二度と取りたくないです。はめるのは簡単。なぜこんな構造なのか不明ですが、「木製の頃
に竹ひごを打ち込んでいた名残では？」の説が正しいのかも。Twin IIの尾部のピンが抜けない
と思ったら穴がV字形だったとか。 



回転サンダーでない軌道を描く左下の
ボッシュのサンダーを借りて使用。 
右上のではパワー不足。 
ボッシュのはDIY店で300円くらいで各材

料向けの使い捨てヤスリ部分を売って
いるポピュラーなもの。削り粉を吸い込
むようになっています。両翼で25枚くら
い円盤ヤスリを消費。 
ヤスリがまだ切れても、機械に貼りつく
面がだめになりやすい。 
ゲルコートは表面がすべってなかなか
ヤスリが食いつかないので最初は80番
で開始。ボッシュと耐水ペーパーで600
番まで使ってから塗装ました。塗装の
前には1200番より細かなのは良くない
らしい。600番と1200番で仕上がりにさ
して差はなかったです。 
塗装後にも1200番をかけたが、塗装後
は徒手の方が良い感じ。 
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サンディング 



缶スプレーで翼端のところで
テストしてみました。2液式で

結構良いのですが全部これ
では高くついてしまいます。
ノーズに赤を使いました。店
には白と赤しかありませんで
した。 

ペイントは薄いので（レタンで70μ塗膜厚）溝が

残っていると埋まりません。削って残った溝は
フィラー（パテ）で埋めます。 
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サンディング途中 

サンディング未 

角のマスキングが取れやすくて難しい（師匠にやってもらった） 
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扇風機 
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ボッシュのサンダーに加えて、徒手耐水ペーパー
に水かけたりバケツで洗ったりしながらサンディン
グ。 
耐水ペーパーは80番から1200番まで数十枚使用。 

フィラーは混合したら硬化を始めるしゲ
ルコートへの付着性はあまり良くないし、
固まってもねばって削るのが大変なの
でこれをヘラでどううまく塗るかが問題
です。 
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サンダーの後が縞々になったところ（指で触っても
分からない）。 
ボッシュのこの機械が一番良かったようです。 
頻繁に粉を箱から捨てる必要あり。 
 
防塵マスクはバルブの着いた3Mの製品が高いけど
良い。 
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ボイド ゲルコートの表面は型を抜い
た面なのできれいですが、ファ
イバー側は均一に埋まってい
るわけではなく、グライダーで
は一般に高圧をかけないので
空気がぼこぼこ入っています。 
クラックが深いからといってク
ラックの底まで削ってしまうと
多数の欠陥が出てきてしまい
ます。翼根部分に多い印象で
した。 
今回は表面から浅くしか削ら
ない方針にしたのにそれでも
そこら中に泡が出てきてしまい
ました。テープの跡の固まった
糊を取るのに刃がすべって切
り込んでしまったりしたら泡が
ぼこぼこです。 
表面のクラックが浅いうちに再
塗装したらあまり削らなくて済
みます。 
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作業温度 スプレー吹付では液滴が空中を飛ぶ間にウレタンが
固まってしまうと塗装ができません。高温だとこれが
発生するので夏は作業しないという方もいます。 
スプレーは口の径が指定されていてゲルコートより
細くなっています。今回は径が指定と少し違いました
が借りたスプレーで実施。 
問題は気温が低すぎたことです。速乾性シンナーを
使いましたが作業指定気温より低温で、さらにｊスプ
レー後の60℃加温もさぼりました。2週間で固まらな
いことはないだろうと思ったのですが、2週間たっても
柔らかで3週間置きました。最初の反応がちゃんと進

行しないとだめのようです。新しいレタンでは違うで
しょう。塗装後1年したら固くなりました。 
また、柔軟性が残るという車スポイラー用硬化剤を
使ったのでスプレーの後一か月ほどは粘りがあるた
めサンディングの食いつきが悪く作業性が悪かった
です。スポイラー用でない方がきれいに仕上げられ
るかもしれません。 
もちろん手間を惜しまなければビニールのカーテン
を張ればダストは減ります。溶剤を使うのでストーブ
は危ないです。 

夏は固まるのが早いですが暑くて
人間が持ちません。蛾も多いです。 
冬は資材庫に外から埃が入ってく
るので風のない間に固まらせる必
要があります。冬も虫がいて10匹
ほど固まる前にくっついてしまいま
した。また、今回は気温が低すぎ
て固まるのに問題がありました。 
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のり剥がし 
毎度面倒な、テープをはがした後の糊除去です。塗り
替えだとタービュレータも剥がすので面倒です。糊取
り液は3Mのが良いのですが高いので風神・雷神シ

リーズを使いました。とても古い糊は取れないので
カッターで削るしかないようです。 
半透明のテープがシール用に使われていましたが、
これは全体が柔らかくてまとわりついてしまい大変に
始末に悪いです。最近は茶色のテープがシールに使
われているようで、そちらの方が剥がしやすいそうで
す。 
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日本グラインダークラブ 

思い込みは恐ろしい 
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2013年1月6日 
塗装後の機番はフィルムです。 
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穴のマスキング 

吹付後早めに取る 

穴に紙を詰めてテープで蓋をします。ゴムの蓋もし
てみましたが、紙の蓋で十分なようです。ダイブの
箱部分のマスキングもテープで強化。ダイブの作
動メカニズムははずさず。 
小さな穴は割り箸を削って入れておく。 
水ダンプバルブは上にマスキングテープを貼った
だけ。蓋は吹付後、完全に固まらなる前に取りま
す。 
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吹付 
2月に入ってようやく吹付塗装です。イタリア製空圧

吹付ガンは口径がレタンの指定と少し違いましたが
借りてそのまま使用。電動コンプレッサーも借用。資
材庫の電源が変なパターンで落ちてしまうので自分
の1.6KW発発を使ってちょうど良い容量でした。 
 調整は最初重さで計量して混合して次からは容量
で混ぜました。翼を立てた方が前縁の塗装には良い
ですがリグが面倒なので水平で。 
養生シートで小屋の中の物品を覆います。発発はだ
いぶ白くなりました。 
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垂れちゃうと削りが面倒 

レタンは指定方法で70μの厚みにしかならないので

何度か吹く必要があります。よくばって量を増やすと
削りが大変になるなので、今回のようにあまり削らな
い方法ではクラックがまだ消えないところでやめてお
くのが良いようです。 
小屋でやっているとダストだの虫だのがついてくるし
はては自分でウェスを落としたりして大変です。 

2013年2月10日 
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吹付ガン破損 
作業の合間にもウレタンがすぐ固まってしまう
ので、吹付ガンは作業ごとにアセトンで部品を
洗浄していました。そのためかどうか、外からア
クセスしないはずのOリングが破損してしまい大

きな粒を混ぜて吐くようになってしまいました。
師匠からの借り物のイタリア製で部品が手に入
らなくて作業の最後近くだったのでそのまま
使ってしまいましたが。 
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このPW-5も浅く削る方式で再塗装したものなので参考にさせていただきました。 
塗装後のサンディングが足らないようで、今でもヤスリがけするときれいになるそうです。 
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吹付後のサンディング 仕上げのサンディングを1200番まで行
いました。2000番では手間が大変です。 
空力上要求される平滑度はBoermann
教授に聞いたら100番相当くらいで良い

らしいです。ただし前縁よりも境界層が
厚い後部の平滑度の方が問題になると
のこと。前縁の不正形状はだめです。 
 
ペイントが垂れた部分は写真のベルト
サンダーで直す人もいるそうです。やっ
てみましたが徒手の方が作業がしやす
かったです。 
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テープ貼り 

茶色テープとマイラーの試し貼り 

茶色テープ。高い。 

エルロンヒンジ部分 

3月20日に隣の畑の野焼きで降った灰 

3月になりようやくシール
テープ貼りまで来ました 

ジグザグテープ 
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赤ペイント塗り 

菜の花が咲く4月に入って機首を塗って塗装は終了。
翼端で1本、機首で1本、2液式スプレーなので作業
がとても楽です。 
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2013年4月28日 
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おまけ： トレイラー屋根塗装 
レタンは余ったのでトレイラーの
てっぺんだけローラーで塗りまし
た。かなり凸凹の仕上がりですが
上は見ないから。 
ローラーだと道具が少なくて済む
ので旧格納庫で作業しました。 
 
費用は塗装材料が数万円、耐水
ペーパーなどサンディング用品が
2万円、作業場所代が数万円など

で十数万円というところ。道具をい
ろいろ借りているのでこれらも揃え
たら二十数万円かな。 
 
発発は米国から逆輸入で輸送費
込9万円で買えました。円高の頃
ですね。 

終 
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